厚生労働省委託事業

通年雇用促進支援事業「求人事業所マッチング事業」

令和３年度

求人情報紙

士別市・剣淵町・和寒町・幌加内町の行政や経済・労働団体などで構成する「士別地域
通年雇用促進協議会」では、季節労働者の通年雇用を促進するためハローワークと連携し
求人票に掲載していない企業の詳細情報等を季節労働者のみなさまに提供いたします。
企業からの求人に係る詳しい内容は、最寄りのハローワークにお問い合わせください。
なお、応募を希望された求人が「採用済」となっていることもありますのでご了承ください。

アクサ生命保険

株式会社

●士別市西 2 条 5 丁目 アクサ生命㈱士別分室
● https://www.axa.co.jp/recruitment/cci/

職 種 商工会議所共済・福祉制度推進スタッフ 採用人数 2 人
仕事内容
○商工会議所会員企業に対する生命保険によ
る従業員の福利厚生制度 ( 退職金・弔慰金 )
のコンサルティング営業
○経営者のリスク管理や事業承継、資産管理
などのアドバイスや保険設計
○個人のライフプランに対応した保険設計
※アクサ生命は北海道と健康経営に関する連携協定を締結してお
り健康経営アドバイザーとして健康経営の啓もう活動と宣言企
業へのアドバイス及び生命保険を活用したソリューションの提
供を行っています ( 健康経営は NPO 法人健康経営研究会の登
録商標です )
社風／職場環境
※有給休暇：入社月 14 日付与、入社より 7 か月目に 6 日付与
※育児手当有り！小学校就学前の同居の子一人につき、入社 2 か
月目と７か月目の各々 5 万円（最大 2 人・各 10 万円）
求めている人材 ○ほとんどのスタッフは未経験からのスタート。
きめ細かい研修制度でしっかりサポートします

ａｕショップ士別
株式会社 北海道通信特機
●士別市大通西 18 丁目 463 − 152
● https://www.tokki.biz/

● au ショップ士別

職 種 モバイルショップ販売 採用人数 １〜２人
仕事内容
○モバイルショップでの販売及び、運営業務
携帯電話の新規・機種変更・設定のお手伝い
契約内容の変更・料金収納及び通信業務全般
電話応対・商品説明・レジ受付
端末入力 等
社風／職場環境
私たちの会社はスタッフ一人一人の意見を大切にしている会社で
す。また、年齢に関係なく、気づいたことややりたいことを提案・
実行できます。たくさん学び、たくさん成長していける環境が整っ
ておりますので、一緒にいいお店作りをしていきましょう♪
未経験者であっても、専属の先輩スタッフが指導してくれる「メン
ター制度」もありますので、安心してご入社
下さい！
求めている人材
未資格 OK（入社後資格取得可）
人と話すことが好きな人
常に情熱をもってチャレンジし続ける人

株式会社

イトイ産業

●士別市朝日町中央 4025 番地

● https://www.itoi-good.co.jp/

職 種 現場代理人
採用人数 応募状況・人材による
仕事内容 現場代理人業務全般。
○公共の河川、道路、農地、橋梁工事等が主
となります。
費用の積算・打合せ等 現場代理人業務全
般を行っていただきます。その他、各現場
においての土木作業、大工業務等。
免許及び資格所持者は、機械オペレーター
業務を行っていただく場合があります。
社風／職場環境
幅広い年齢層の方を雇用することで、熟年者のスキルと若手の活
発さの二つの歯車を噛み合わせ、会社全体で組織運営をしていま
す。「Make many good for you」という企業理念のもと、各種
事業を通じ、 いいね と思える活動を積み重ねることで、社員
の人生を豊かにし、会社の経営基盤を固め、地域のために本当に
役立つことで貢献していきたいと考えています。
求めている人材 ・未経験者応募可。
・１級土木施工管理技士、２級土木施工管理技士があれば尚可。
・普通自動車運転免許必須（ＡＴ限定不可）。チームで何かに取り
組むのが好きな方や、部活動など仲間と一緒に成果を出すこと
にやりがいを感じる方をお待ちしております。

大江建設

株式会社

●士別市上士別町１６線北 2 番地

● htts：//ooekensetu.co.jp/

仕事内容
◎建設土木工事の施工に関する技術業務または、建築工事の施工に
関する技術業務
社風／職場環境
創業から一貫して信頼される施工を目指し、どろくさく、御用聞
きのできる企業であり続けることを目標に日々邁進しています。 一
人ではできないことでも、人が集まればチーム ( 会社 ) ができ、大
きな力となり、大きな可能性を生み出します。 我々は、その大き
な力と大きな可能性を持ったスタッフを求めています。 学歴、資
格などにとらわれない、創造性に富んだ人材です。 また近年土木
業界では、ICT 施工、MR( 複合現実 )
等、今は特殊な施工方法でも、近い
将来スタンダードになる工法に積極
的に取り組んでいます。

未経験者でもやる気の
ある方、大歓迎！

社会福祉法人

剣渕北斗会

障害者支援施設

●上川郡剣淵町西原町 2639 番地

剣渕北の杜舎
● http://k-hokutokai.com/

職 種 支援員
採用人数 ２人
仕事内容 障がい者支援全般
・日中の活動サポート
・食事、更衣、入浴等の日常生活のサポート
・勤務はシフト制です
社風／職場環境
北の杜舎は全国で初めて全個室の障がい者
施設として開設し、知的に障がいを持った方々のあらゆる面のサ
ポートに取り組んできました。現在でも『家庭的で楽しい毎日』
をモットーに、農作業・農産加工・陶芸・絵画・工作・レクリエー
ション等の活動支援やドライブ・外出の設定・同行等の余暇提供、
その他生活面全般のサポートを通し、職員・利用者が笑顔の絶え
ない明るい施設を目指し取り組んでいます。
求めている人材
明るく元気な方。趣味や特技が多彩な方。福祉に興味がある方。
業界未経験でもやる気さえあれば構いませ
ん。正職員・パート勤務等、働きやすい環
境のご提案もいたしますので、興味のある
方、まずは『話を聞きたい』だけでも結構
ですので、是非ご連絡下さい。

有限会社

佐野林業

●士別市西４条３丁目 340 番地

株式会社

近 藤 組

●本
社：和寒町字三笠 99 番地
士別支店：士別市西 2 条 20 丁目 464 番地 90
名寄支店：名寄市風連町北栄町 139 番地 1
● https://kondo-group.co.jp/

職 種 現場代理人候補、建設作業員、重機オペレーター
採用人数 若干名
仕事内容
土木・建築工事の施工管理、作業員、重機の運転手
社風／職場環境
㈱近藤組は大正 5 年に創業し、100 年以上の歴史のある会社で
す。土木・舗装・建築工事を中心に、様々な工事を手がけています。
関連会社を含めると 100 名以上の
雇用があり、建設業の他に運輸業や林
業、ガソリンスタンドも行っています。
幅広い分野でみなさんの活躍の場をご
用意してお待ちしています。

未経験者でもやる気のある方、大歓迎です！

株式会社 サンキョウ重機

職 種 林業
採用人数 ３名
仕事内容 ・造林 造材 森林土木
社風／職場環境
・道営林や市営林等の業務を行っています。
年間を通して安定して業務があります。安全管理を徹底しており
時間の余裕を持って仕事をしています。様々な年齢の方が務めて
おり社員同士のコミュニケーションを大切にした職場です。
求めている人材
・出来れば資格を持っていれば良いです。
・伐木（チェーンソー）
・刈払機
・車両系木材伐出機械（伐木等機械・走行集材機械）
などあれば尚可
事故に繋がらないよう各種講習を受講いただくので未経験の方
でも大丈夫です

●士別市大通西 20 丁目 464 番地
● http://www.mlcmitsuhashi.co.jp/sankyou.html

職 種 メカニック（自動車整備士） 採用人数 2 人
仕事内容
自動車工場における整備業務全般の作業を行って頂きます。
具体的な内容としては、
◇乗用車・トラック等の自動車修理、
整備メンテナンス
◇タイヤショベル・リフト等の重機種
修理、整備メンテナンス
◇指定工場内における車検整備 など
社風／職場環境
三津橋産業グループ企業として、グループ内の重機・一般車両の整
備を行っています。
2021 年に整備工場を改修したため、新しくキレイな環境で働くこ
とができます。
建設、林業系の珍しい重機の整備を行っており、やる気のある方は
ベテラン整備士から教わることができ、スキルを身につけられます。
求めている人材
重機・車両が好きな方、資格は問いません。
未経験でもやる気のある方は大歓迎です！
また、自動車整備士の有資格者、自動車整備の実務経験がある方は
優遇致します。

当協議会事業のご案内
当協議会では季節労働者の方の通年雇用を促進するため様々な事業を実施しています
・求人情報提供事業 …ハローワークと連携して求人情報を定期的に提供します
・職業定着支援事業 …コーキングや塗装など普段詳しく学ぶ機会の少ない作業の講習会を実施し技術の向上を目指
します
・季節労働者人材育成事業 …技能講習会を実施し資格の取得を促進します
・建設機械作業技術レベルアップ講習会 …モータグレーダ、ロータリーなど重機の中でも操縦するために専門的な
技術を必要とするものを対象に熟練技術者から操作方法などを学ぶ講習
会を実施します

介護特定施設サ−ビス付き高齢者賃貸住宅

紫苑舘

職 種 介護職員
採用人数 正職員 2 人、パートタイム（6 時間勤務） 2 人
仕事内容 当施設ご入居様に対する介護業務
・入浴介助・食事介助などの基本的な介護サービス
・レクレ−ションや施設内の行事などの企画やサポ−ト
・勤務はシフト制です。（早出・遅出・夜勤あり）
・パ−トタイム（６時間・早出・遅出・日勤のみ）の方も募集して
います。
社風／職場環境
入居者様にご自宅での生活と同じようにお住まい頂ける様、
家庭的な雰囲気の中でスタッフ一同日々努力しています。
残業、急な出勤はありません。介護士の方が働きやすい職場です。
社会保険完備、介護職員処遇改善手当、正職員は退職金制度あり。
資格手当の支給、各種研修制度、交通費支給など福利厚生も充実し
ています。
※早朝勤務手当あり。
求めている人材
笑顔を大切に入居者様に対して親切にお仕事
していただける方。
介護関係の資格をお持ちの方、介護職の経験
がある方。
介護職の未経験方、ブランクのある方へのサポートもさせて頂きま
すので、ぜひご応募下さい。

●士別市東１条 15 丁目 3144 − 166

株式会社 士別ハイヤー
●士別市西 2 条 7 丁目 709 番地
● http://shi-hr.com

職 種 タクシー乗務員 及び 運行管理補助者
採用人数 タクシー乗務員（3 人）、
運行管理補助者（1 人）
仕事内容
・タクシー乗務員：お客様を安全に目的地ま
でお連れし、お客様から笑顔をいただくお
仕事です
・運行管理補助者（内勤業務）：タクシー乗
務員の健康状態、勤務時間、乗務に関する
指導などを行うお仕事です
社風／職場環境
私たちは安全安心、且つ持続可能な公共交通の維持を目指すため、
令和 3 年 10 月士別市・士別軌道様と「士別市次世代モビリティビ
ジョン推進のための連携確認」の締結を行い、全てのお客様が利用
しやすいシームレスな公共交通を実現します。
求めている人材
・明るく前向きな方
・二種免許保持者が望ましい
※二種免許取得支援制度有り
※中小企業大学校などの人材育成講座受講支
援制度有り

士別市農畜産物加工

株式会社

●士別市武徳町 884 番地 4
● http://www.nosankakoh.com/

職 種 冷凍食品の製造業務 採用人数 3 人
仕事内容
冷凍食品の製造工程での下処理作業、仕
込み作業、製造ライン作業、パック詰め作業、
箱詰作業など製品製造に関するお仕事です。
社風／職場環境
自社製品「いももち」をはじめ、地元産、
北海道産などの原料を使用した冷凍食品を製造しております。従業
員のほとんどが女性で明るい職場で、幅広い年齢の方が活躍してい
ます。
ほとんどの従業員が未経験からのスタートです。経験豊富な従業
員が親切、丁寧に指導いたします。
求めている人材
資格は要りません。食品製造に興味があ
り、明るく、元気でやる気、意欲のある方
大歓迎です。
気軽にお問い合わせください。

株式会社

瀬野鉄工所

●上川郡剣淵町西町１番２号

職 種 機械を造るスタッフ（未経験者も可）
社風／職場環境
剣淵町にあります。
６０年あまり国内唯一のでんぷん機器製造メーカーとして営業して
きました。
設計、製作、据付、運転、メンテナンスと少量１品生産（手作り）を行っ
ています。

物づくりを一緒にやりませんか。やる気さえ有れば出来ます。

コロナ禍前は会社主催で
・月一回の焼肉会を行っていました。
・海外研修旅行（台湾）を企画しました。

協議会に登録をお願いします
季節労働者の方は、就労中・離職中どちらでも受講や助成の対象となります。事業を利用するため
には協議会への登録が必要となります。
登録された方には、各種事業の詳細が決まり次第、都度ご案内します。
登録内容に変更がある方（住所や氏名が変わった・季節労働者から通年雇用になった等）はお手
数ですが連絡願います。

登録に必要な書類
・雇用保険特例受給資格者証
・雇用保険被保険者資格取得確認通知書（取得時保険者種類が「３」である方）

セルテック 株式会社
●士別市南町西 4 区 471 ● http://selteckk.cloud-line.com/
職 種 ①営業・デザイン製図 ②鉄骨加工・製缶工 採用人数 各 1 名
仕事内容
【営業・デザイン製図】
・土木資材の卸売、納品 ・鉄鋼製品の製図
・看板等のデザイン製図
【鉄骨加工・製缶工】
・鉄骨加工から現場組み立て作業までの業務全般
・溶接及び鉄骨の加工作業、車庫・物置等の製作・設置作業
・その他不随する業務全般
社風／職場環境
『時代を先取りし発展を目指す企業』です。
土木資材卸売、鋼材溶接加工を主として業務を行ってきましたが、異業種参
入で理美容業（カット専門店・マツエク・ネイル）、介護事業、保育事業等多
岐に渡り行う企業です。
今後もアイデアを出しさらに新規事業を目指します。
●充実した福利厚生で安心して働けます！●
・週休 2 日制（繫忙時に土曜日出勤の場合あり）・祝祭日・お盆・年末年始
・社会保険完備（雇用保険・労災・健康保険・厚生年金）・退職金制度
・有給休暇・産休・育休・健康診断・インフルエンザ予防
接種
求めている人材
・普通自動車運転免許（AT 限定可）は必須となります。
・未経験者歓迎いたします。誰でも最初は未経験です。
丁寧な指導なので安心です。
・資格の有無は問いません。やる気のある方大歓迎です！

株式会社 道北鋪道士別営業所
●士別市東山町 3440 番地 23

● www.douhoku-hodo.co.jp

土木、舗装工事施工監理技術者・重機オペレーター・アス
ファルト合材の製造
採用人数 ３名
仕事内容
道路および外構舗装工事を中心に、造園工事、
自動車テストコースの維持工事のほか、アス
ファルト合材の製造・販売を行っています。
社風／職場環境
国内舗装業界最大手（株）NIPPO グループの一員です。
地域住民の安全・安心な暮らし、スムーズな物流の要となるイン
フラ整備を担う責任と誇りある業務です。
営業エリアは、士別市・旭川市等、上川管内の公共工事を中心と
する地域に密着したやりがいのある仕事です。
技術者、オペレーター免許など、資格取得にチャレンジする人へ
の支援も万全で、資格手当をはじめ予防接種の助成、人間ドックの
受診など、２０歳代から６０歳代まで、全ての仲間が健康でチーム
ワーク溢れる職場づくりを進めています。
求めている人材
業務拡大、後継者育成のため新しい仲間を募集します。
経験を重ねながら確実にスキルアップを図るため、未経験者の方
も大歓迎です。
職

種

気になる求人があるときは

●士別市大通東 10 丁目

● http://www.tanakakogyo-net.co.jp/

職 種 土木施工管理技術者 採用人数 １人
仕事内容
工事全般の施工管理や工程における現場管理。
当社は、主に官公庁受注による工事を施工し
ており、土木工事における工事全般の施工管
理を監理技術者・主任技術者として現場に従
事していただきます。
社風／職場環境
活動方針
当社は中堅企業として、官公庁発注の土木
建築工事を行っています。
環境・技術・信頼の 3 つを柱に地域社会へ貢
献しています。
【こんなことやっています！】
〇従業員に建設業務における、多種多様の資格を取得。
〇有給休暇取得の推進により、公私ともに充実できる様取り組ん
でいます。
〇地域貢献として、幼稚園児と一緒に交通安全運動、学校周辺の
除雪業務、神社の清掃などボランティア活動も行っています。
求めている人材
必要な資格
〇普通自動車免許
〇 1 級土木施工管理技士

ネッツトヨタ旭川 株式会社 しべつ店
●士別市大通東 15 丁目 3144 番地 204
● http://www.n4110107@netz-asahikawa.jp

職 種 納引・洗車要員 採用人数 １人
仕事内容
店舗における自動車の洗車業務等
納車引取（輸送車）
ワックス掛けを含む洗車
自動車の内装清掃
軽作業
店舗工場内の内外清掃
そのほか付随する業務他
社風／職場環境
各保険完備、通年雇用（１年ごとに更新手続きあり）、規定通勤
手当あります。
落ち着いた年齢の社員達で、なにか困ったことがあれば相談しや
すいほのぼのした雰囲気の職場です。
求めている人材
未経験の方歓迎です。
搬送車の運転ができる中型自動車免許
（ＡＴ限定不可）であれば大丈夫です。

最寄りのハローワークへ！

法令等の定めにより当協議会では事業主への求職の斡旋、紹介等を行うこと
ができません。求人に係る詳しい内容などはハローワークの求人票をご覧く
ださい。

応募・お問い合わせは最寄りのハローワークへご連絡ください。
〇ハローワーク士別

士別市東４条３丁目

℡（0165）23-3138

〇ハローワーク旭川

旭川市春光町 10 番地 58

℡（0166）51-0176

株式会社

浜田組

株式会社

●上川郡和寒町西町 199 ● http://hamada-gumi.jp
職 種 建設機械オペレータ、土木作業員、建築大工、配管工
採用人数 順に 1 名、2 名、1 名、1 名
仕事内容
建設機械オペレータと土木作業員としては、実際の工事現場に入って実作業
を行います。また当社では、工事現場以外にも、道路や河川の維持作業（草
刈りや標識・ガードレール等の施設設備の点検業
務等）を年間を通して行っているので、工事現場
よりは負荷の少ない実作業も行います。
建築大工は、公共や民間工事の新築や改修工事
など幅広い分野の実作業を行います。
配管工においては、一般住宅の水道工事や浄水
場の維持管理を行います。
社風／職場環境
職場で働いている方は、年齢層が 30 代から 60 代までと幅広いにも関わ
らず、わきあいあいとした感じの中で仕事をしており、約半分の方が他の市
町村から通ってきているので、閉鎖的な地元感というのもありません。
また近年は、職場環境の整備にも着手していて、休憩施設等のリニューア
ルや社有車の早期更新などを順次進めています。
就労時間については、今年から完全週休二日制に取り組んでおり、日々の
仕事だけではなく、プライベートな時間も大切にしてほしいという経営方針
から、土日は完全に休日にしています。
当社は、土木・建築工事、及び道路・河川の維持業務や浄水場維持管理業
務など幅広く業務を行っているので、自分にあった仕事内容を選ぶことが可
能です。
求めている人材
経験や資格がなくても構いません。やってみたいなという好奇心からでも
構いません。「やる気のある方」を希望します。必要な資格などについては、
当社でできる限りのバックアップを行っていきます。

ひまわり燃料

●士別市東９条４丁目 13 番地

職 種 燃料配送スタッフ 採用人数 １人
仕事内容
灯油・LP ガスの配送をメインでして
いただくお仕事です。他には集金業務
やガスメーターの検針業務などがあり
ます。業務に慣れてきたら営業活動に
も従事していただきます。
社風／職場環境
当社は地域に根ざした燃料販売店です。少人数のアットホームな
職場で仕事の手順・やり方については先輩社員が丁寧に教えますの
で安心して働ける職場環境です。
求めている人材
・普通免許（必須）
・灯油・ガスの取り扱い経験、中型
免許などがあれば尚可

社交的で明るく一生懸命働いて
くれる方を求めています！

助成金のご案内
常用就職支度手当
【内

容】

季節的に雇用されていた特例一時金の受給資格者の方が、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介
により通年雇用された場合で、次の①〜⑧の要件をすべて満たした場合に「常用就職支度手当」が支
給されます。
①待機が経過した後に就職したものであること。
②給付制限を受けた場合は、給付制限期間が経過した後に就職したものであること。
③受給期限までに就職したものであること。
（特例一時金の支給を受けた後に就職することとなった場合を含みます。）
④１年以上引き続いて雇用されることが確実と認められる安定した職業についたものであること。
⑤離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと。
⑥就職日前３年以内の就職について、再就職手当または常用就職支度手当の支給を受けていないこと。
⑦原則として、雇用保険の被保険者であること。
⑧支給申請書を提出した後、ハローワークが常用就職支度手当の支給に関する調査を行う際に、再就
職先の事業所を離職していないこと。

【支給内容】
常用就職支度手当の額は、基本手当日額の 36 日分に相当する額です。ただし、基本手当日額は次の
額を上限として計算します。
（就職日が令和 3 年 8 月 1 日から令和 4 年 7 月 31 日までの場合）
60 歳未満または 65 歳以上・・・６, １２０円
60 歳以上 65 歳未満・・・・・・４, ９５０円

【申請方法】
常用就職支度手当の支給を受けようとする場合は、就職日の翌日から 1 か月以内に常用就職支度手当
支給申請書に特例受給資格者証を添えてハローワークに提出してください。

【取扱機関】
●名寄公共職業安定所士別出張所 ℡ 0165-23-3138 ●旭川公共職業安定所
※詳しくは最寄りのハローワークにお尋ねください。

℡ 0166-51-0176

社会福祉法人

和寒町社会福祉協議会

●上川郡和寒町字三笠６番地
●ホームページ https://houseien.org/
採用サイト
https://houseien.org/recruit/

職 種 特養介護職員・調理職員
採用人数 各１人
採用サイト
仕事内容 障がい者支援全般
介護職員〜食事・入浴・排せつ等入所者様の日常生活のお世話介
護全般。
調理職員〜食事の調理及び提供等。
社風／職場環境
和寒社協では、ご利用者様の想いに寄り
添い尊重し、地域社会から求められる存在
でありたいと考えています。少しでも福祉
や介護に興味を持ったなら、一歩を踏み出
してみませんか。
『動き出しはご本人から』
の介護技術を実践中
求めている人材
未経験（無資格）の方でも歓迎します。職員育成制度により先輩職
員がサポートします。資格取得助成や就職準備金など支援も充実。
詳しくは採用サイトをご覧ください。

三津橋産業

株式会社

●士別市大通北２丁目９５１番地
職 種 建築塗装業 採用人数 ２人
仕事内容
建築塗装全般の作業に携わって頂きます。
具体的には、サンドペーパー掛けや工具を使った研磨等の
「下地処理」や、高圧洗浄機を用いて塗装前の壁や屋根の下地を洗浄する「高圧洗浄」
や、窓やドア等塗料で汚れないようにビニールとテープで保護する「養生」や、主
にローラー刷毛や刷毛やスプレーガンを用いて塗料を塗る「塗装」までの基本的な
塗装作業は勿論の事、窓廻りにゴムのような素材を専用ガンで打ち込む「シーリング」
や高さのある建物を塗装する際には初めに塗装用の「足場組み」の作業もあります。
ですから作業内容は飽きのこないほど豊富です。
社風／職場環境
当社は創業５７年の老舗塗装店です。令和３年１０月に新社屋を建てたばかりです
ので事務所も休憩室も綺麗な会社なのは間違いないです。また、毎週日曜は天候に
関わらず必ずと言ってよいほどしっかり休みます。現在従業員は現場作業員が７名、
事務員が１名おります。現場作業員はこの道３０年以上のベテランが殆どですので、
３年程度で技能士資格がとれるほどの塗装技術が身に着くと思います。しかしなが
ら専門工事業だけに専門用語も数多くある事と、塗料の種類も多岐に渡り、道具や
工具も多種多様に扱う為、慣れないうちはそれら一つ一つを覚えるだけで精一杯か
もしれませんが、そういった専門用語や塗料の種類や道具・工具や、一連の作業工
程を覚えてしまえば、やりがいがあり、かなり面白い仕事なのは間違いないと思い
ます。
詳細については面談時に丁寧にお答え致しますので先ずはお気軽にお声がけ下さい。
求めている人材
最初に覚えなければいけないことがたくさんありますので、出来れば経験者歓迎な
のは言うまでもない事ですが、未経験者でも基本的な知識や技能を始め一から丁寧
に指導致します。仕事を行うのに必要な資格は、日々の仕事の中で取得して頂きま
すが、普通自動車運転免許だけは何かにつけ必要となります。
とにかく塗装というものに興味がある。塗装をやってみたい。専門工事業に憧れる。
手に職をつけたい。塗装はよくわからないけどやる気だけはある。そんなあなたを
当社は待っています。一緒に頑張りましょう！！是非お気軽にお尋ね下さい。

※掲載は 50 音順となっております

●士別市西１条２１丁目４７１番地
● http://mlcmitsuhashi.co.jp/

職 種 木材加工スタッフ 採用人数 ３人
仕事内容
工場にて家具用、住宅用、梱包用の製材（木の板）の生産・加工作
業を担当して頂きます。
具体的な内容としては
◇原木を機械に投入
◇加工・生産用機械の操作
◇出来あがった製材のチェック
◇製材の梱包作業 など
未経験の方は、最初は製材のチェック作
業や梱包作業を担当し、慣れてきたら本
人のペースに合わせて機械の操作方法を追って教えていきます。
社風／職場環境 工場での作業は大変に見えるかもしれませんが、
それぞれの適性、個性が尊重され、溶け込みやすい雰囲気があります。
若い世代もおり、交流があるため仲が良く、チームワークがあると
ころが働きやすさに繋がっています。
求めている人材 体力があれば強みになりますが、必須ではありま
せん。重い木を取り扱うため、助け合う風潮があります。そのため、
周りと協力できて一つの仕事に長く取り組める、一生懸命働ける人
が向いていると思います。必要な資格などはありませんので、未経
験の方もご安心ください。
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